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特別報告

特集：行動変容を促す健康教育・ヘルスプロモーションのアプローチ 

—COVID-19をめぐる反省と課題から—

健康の社会的決定要因としてのヘルスリテラシー
中山　和弘 *1

COVID-19パンデミックは，虚偽や誤解を招くような情報を含めた情報が氾濫するインフォデミックを引
き起こし，健康情報を入手，理解し，評価して活用できるヘルスリテラシーにさらに注目が集まった．ヘ
ルスリテラシーは，COVID-19に適切に対応できる効果を持つかについて世界中で研究が開始され，それが
COVID-19に関する知識や行動と関連していたと指摘されている．パンデミックでは，政府や市民がすぐに
行動を起こす必要があるため，ヘルスリテラシーの向上に時間をかけることは難しく，緊急の対応と封じ
込めが求められる事態に個人や社会が備えるために育成しておくことが重要である．特に COVID-19に対し
て適切に対処できるには，ヘルスリテラシーだけでは十分ではなく，政治社会経済的な側面を含めた新し
く不確実で頻繁に変化する情報の信頼性を適切に評価して意思決定できるスキルが問われる．また，ヘル
スリテラシーの新たな側面としてソーシャルメディアの普及を伴うデジタル化の便益とリスクを，グルー
バルで政治的な側面から検討することが必要だとされている．パンデミック対応に必要な連帯や社会的責
任を理解する力，健康に悪影響を及ぼす社会的・経済的な構造やプロセスを変化させるコミュニティの能
力を向上させるよう政府などに求める力（社会的ワクチンとも呼ばれる），すなわち政治・社会を変える批
判的ヘルスリテラシーが求められる．

〔日健教誌，2022; 30(2): 172–180〕
キーワード： ヘルスリテラシー，新型コロナウイルス，COVID-19，インフォデミック，意思決定

I　COVID-19によるインフォデミック

COVID-19パンデミックによって，健康情報を
入手，理解し，評価して活用できるヘルスリテラ
シー 1）にさらに注目が集まった．ここでの活用と
は意思決定であり，2つ以上の選択肢から1つを
選ぶことである．言い換えれば，健康情報に基づ
く意思決定ができる力である．

2020年2月，WHO（世界保健機関）の事務局長
Tedros2）は，COVID-19について，「私たちは単な
る伝染病と戦っているのではなく，インフォデ

ミックと戦っているのです」と述べた．インフォ
デミックとは，インフォメーションとエピデミッ
ク（流行病）の混成語で，虚偽や誤解を招くよう
な情報を含めた情報が氾濫することである 3）．
日本でも，ソーシャルメディア上では「ヘルス
リテラシー」「医療リテラシー」「健康リテラシー」
が低いとか問題だとする書き込みが急激に増え
た．そこで，2020年の2～7月まで毎週 Twitterを
検索し，COVID-19に関連したツイートを『Toget-

ter』で収集して一覧できるようにして公開した
（https://togetter.com/li/1473449）．その解説文では，
「国際的にヘルスリテラシーが注目される理由は，
様々な属性に寄らずそれが低い人が多いため，み
んなでそれに気づき，支援や向上のための方法を
考えましょうということです．誰もが情報を得
て適切な意思決定ができるための支援を考えま

   

*1 聖路加国際大学大学院看護学研究科看護情報学分野
連絡先：中山和弘
住所：〒104–0044　東京都中央区明石町10–1
聖路加国際大学大学院看護学研究科
E-mail: nakayama@slcn.ac.jp



173

健康の社会的決定要因としてのヘルスリテラシー

しょう．ヘルスリテラシーの詳しい情報はこちら
→ http://www.healthliteracy.jp/」と記した．
なぜなら，知識不足の人やデマを信じる人はヘ
ルスリテラシーが低い人だとして，それを嘆いた
り非難するツイートが多かったが，それは本人の
責任だけではなく身に付けにくい環境にあるため
であり，犠牲者非難にもなる．国際的に強調さ
れていることは，いかに多くの人がヘルスリテラ
シーを習得していないか 4–6）を認識した上で，情
報は理解しやすい方法で，透明性を持って説明
し，非難することは避け，ハイリスクの人々と連
帯を示しながら，情報に基づいて行動できるよう
に支援することである 7）．

II　ヘルスリテラシーと COVID-19関連の 

行動や心理との関連を見る研究

では，ヘルスリテラシーは実際のところ，
COVID-19に適切に対応できる効果を持つのであ
ろうか．まず，COVID-19に関連したヘルスリテ
ラシーを測定した研究がある．例えば，ドイツに
おいて COVID-19に関連した包括的なヘルスリテ
ラシーの尺度（HLS-COVID-Q22）を開発し，それ
が低い人では，新型コロナウイルスに関連した情
報において混乱が多いと報告されている 8）．そし
て，5割弱の人が COVID-19に関するメディア情
報を信頼できるかどうか判断するのが難しいと回
答していた．このため，ターゲットを絞った広報
キャンペーンと住民のヘルスリテラシーの促進に
よって，より良い情報にアクセスし，偽の情報を
判別して，信頼性の高い情報に基づく意思決定が
できるようにする必要があるとしている．同様
に，COVID-19に関連したデジタルヘルスリテラ
シー（オンラインの健康情報に対するもの）とし
て，入手した情報の信頼性の評価と関連性を判
断する能力が高い大学生ほど，サーチエンジンや
ソーシャルメディアよりは信頼できる公的サイト
を利用していたとしている 9）．
また，COVID-19に関連したヘルスリテラシー
と感染予防行動や不安の関連を示したものもあ

る．ヘルスリテラシーが高い子どもほど手洗い
の知識があり行動もできていて，友人との付き
合いを減らす傾向があり，健康関連 QOL（qual-

ity of  life）も高かったと報告されている 10）．ま
た，COVID-19に関する知識を中心としたヘル
スリテラシーが高いほど 11），COVID-19に限ら
ず感染症に特化したヘルスリテラシーが高いほ
ど 12），COVID-19の予防行動をしていたとしてい
る．また，COVID-19とは関連していないヘルス
リテラシーを測定して，それが低い人のほうが，
COVID-19の症状や感染予防行動，政府からの情
報を理解するのが難しいなど，知識や態度と行動
で差があったと報告されている 13）．
とくにパンデミックにおいては，政府や市民が
すぐに行動を起こさなければならないため，ヘル
スリテラシーの向上に時間をかけることは難し
く，緊急の対応と封じ込めが求められる事態に個
人や社会が備えるためにヘルスリテラシーを育成
しておくことが重要である 14）．

III　日本人のヘルスリテラシーと 

情報の評価と意思決定のスキル

日本においても，ヘルスリテラシーは COVID- 

19への対応に必要である．しかし，筆者らの調
査によると日本人のヘルスリテラシーは，欧州と
比べて健康情報を入手，理解まではできても，情
報を評価し意思決定するのが難しいという結果で
あった 4）．この背景には，「情報に基づく意思決
定（informed decision making）」が根付いていない
可能性があげられる．海外の保健医療関連の政府
系サイトやレポートなどでは，この言葉をゴール
として掲げ，それを保証することの重要さが提示
されているが日本で見ることは少ない．
そのことは情報の利用方法にも表れている．日
本人がよく利用する健康情報源は，テレビや新
聞とインターネットであるが，この中ではイン
ターネットへの信頼が最も低い 15）．このような
パターンは，情報を選択肢の比較を通して意思決
定に利用するよりは，自分が信頼するメディアか
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ら正しい選択肢や答えを教わることを求めている
ようにも見える．
また，幼少期からの教育が影響している可能
性もある．小学校から高校までの学習指導要領
で，課題を解決するための「思考力・判断力・表
現力」が大きな柱として前面に出たのは，ごく最
近のことである．それまでは理解までが中心であ
り，このことがヘルスリテラシーの日本の特徴に
反映している可能性がある．
欧州でヘルスリテラシーが高い国はオランダで
あった 5）．『世界価値観調査』における各国・地
域のデータによれば，人生の選択の自由度が高い
国・地域ほど幸福感が高い傾向にある 16）．オラ
ンダは人生の選択の自由度と共に幸福感も世界の
上位である．意思決定できることが幸せにつな
がるということである．これに対して，日本の
人生の選択の自由度は83カ国・地域中81位であ
る 17）．さらに，オランダでは，学校教育の段階
から，建設的に議論して意思決定する習慣を学ぶ
ことがあげられ，意思決定できることを重視して
いることがわかる．
意思決定とそれを可能にする環境には，文化的
差異があることも指摘されている．日本とオース
トラリア，アメリカ，ニュージーランド，香港，
台湾の大学生を比較した研究では，日本の学生は
意思決定に関する自尊心が最も低く，最も回避的
で衝動的な傾向があるとされている 18）．
日本人は意思決定が苦手だとすると，国際的に
は意思決定が幸せとされるので，日本における意
思決定と幸せの関係はどうなのであろうか．西村
ら 19）による2万人の調査によると，健康，人間
関係に次ぐ要因として，所得，学歴よりも「自己
決定」が幸福感に強く関連していた．高校や大学
などの進学先や初めての就職先を誰が決めたかと
いう質問に「自分で希望を決めた」を選んだ人ほ
ど幸福感が強くなっていた．この調査での自己決
定は，健康に関するものではないものの，健康が
最も強く幸福感と関連していたので，健康につい
ても自己決定ができるようになれば，さらに幸福

感が高まるかもしれない．人間関係が2番目に強
く関連していたので，健康についての自己決定を
信頼できる人と共にすることでより人間関係が豊
かになれば，より幸せになれる可能性があるだろ
う．
また，日本人のヘルスリテラシーを欧州と比較
する時に用いられた尺度では，健康情報の評価や
それに基づく意思決定ついての課題が簡単か難
しいかという，対象者が認識する難易度を評価
していた 5）．それは，対象者が実際にどのような
方法で情報を評価したり意思決定しているかと
いう実践的なスキルを測定してはいない．特に
COVID-19に対して適切に対処できるには，従来
の日常的な健康に関する情報を活用できるヘルス
リテラシーだけで十分であろうか．健康情報に限
らず，政治社会経済的な側面を含めて次々と登場
し頻繁に変化する不確実な情報の信頼性を適切に
評価して意思決定できるスキルが問われると推測
される．

IV　ヘルスリテラシーと COVID-19への 

対応に求められる情報評価と 

意思決定のスキル

情報に基づいて適切に意思決定を行うために
は，どのような情報評価と意思決定のスキルが必
要なのであろうか．情報評価の方法については，
世界の多くの大学や公的機関の図書館のウェブサ
イトなどで，5つの基準 AAOCC（accuracy, author-

ity, objectivity, currency, coverage）など，様々な評
価基準が紹介されている 20）．これらの基準は共
通点も多く，AAOCCとほぼ一致したものとして，
頭文字を『か・ち・も・な・い』とした，5つの
ポイントが提案されている（表1）．「情報は5つ
を確認しないと『価値もない』」と覚えられる 21）．
これは聖路加国際大学ヘルスリテラシープロジェ
クトで『い・な・か・も・ち』として開発された
もの 22）の順序を入れ替えたものである．
意思決定のスキルについては，主な意思決定ス
タイルである直感的スタイルと合理的スタイル
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の特徴を知る必要がある 23）．直感的スタイルは，
迅速である長所があるが，情報不足になりがちな
欠点がある．合理的スタイルは，時間はかかるも
のの，徹底した情報収集と事実の確認という情報
の評価と，すべての選択肢を探り選択肢を評価す
るために長所と短所または利益とリスクについて
よく考えることが含まれる．より良い意思決定の
ためには合理的なスタイルが必要であるとされる
のは，ビジネス分野だけでなく，医療者と患者が
一緒に情報に基づいて意思決定をするシェアード
ディシジョンメイキング（shared decision making, 

SDM）でも同様である．SDMの定義のシステマ
ティックレビューによると，それに不可欠な要
素は，選択肢の提示，長所・短所の議論，患者
の価値観とプリファレンス（preferences, 好み・希
望・意向）である 24）．これは，根拠に基づくヘル
スケア（evidence-based healthcare）でエビデンスと
価値観の両方が重要であること 25）や，患者中心

の医療は，患者のプリファレンス，ニーズ，価値
観を考慮した意思決定を保証する点で共通してい
る 26）．
そこで筆者らは，健康情報に限らない情報の信
頼性の評価と意思決定のスキルがどれほど使われ
ていて，ヘルスリテラシーと関連しているかにつ
いて全国20–69歳の男女3914人を対象として調査
を実施した 27）．情報評価スキルとしては，『か・
ち・も・な・い』に対応する5つの項目，意思決
定のスキルとしては，選択肢，長所，短所，価値
観に対応する4つの項目で測定した（表2）．回答
の選択肢は「いつもしている（=5）」「よくしてい
る（=4）」「ときどきしている（=3）」「たまにして
いる（=2）」「まったくしていない（=1）」で，そ
れぞれの合計得点を算出した．そして，これらの
得点が高い人ほど，ヘルスリテラシーが高いこと
を確認した 27）．
さらに，COVID-19の予防行動（マスク，手洗

表1　情報の評価のポイント『か・ち・も・な・い』33）

か：書いたのは誰か=権威性（authority）：所属・資格や専門的な能力が明確か
ち：違う情報と比べたか=範囲（coverage）：他の情報との違いは何か
も：元ネタ（根拠）は何か=正確性（accuracy）：十分な証拠が含まれているか
な：何のための情報か=客観性（objectivity）：広告や商業目的のためではないか
い：いつの情報か？=最新性（currency）：作成時期や更新頻度はどうか

表2　情報の評価と意思決定プロセスの質問項目 28）

【情報の評価】
あなたはインターネット，テレビ，新聞，雑誌などのメディアの情報を見るとき，次にあげることをそれぞれど
のくらい確認していますか．
1）情報を出している人や団体は，どのような資格を持つ人たちか
2）別の情報と比べてどのような違いがあるか．
3）情報の元ネタ（情報源）は何か
4）情報は，商品やサービスの宣伝のためではないか
5）情報はいつ作られたものか
【意思決定のプロセス】
あなたは大事なことを決める時に，次のようなことをしていますか．
1）選べる選択肢がすべてそろっているか確認する
2）各選択肢の長所を知る
3）各選択肢の短所を知る
4）各選択肢の長所と短所を比較して，自分にとって何が重要かはっきりさせる
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い，換気など8項目）の実施頻度とヘルスリテラ
シーが関連しているのか，情報の評価と意思決定
のスキルが関連しているのかについても分析し
た 28）．予防行動とはいずれとも関連が見られた
が，意思決定のスキルが最も強く関連していた．
エビデンスが十分でなく，政府やメディアなど情
報提供がまだ安定していない状況では，自分の行
動の選択肢を明確にし，効果とリスクを比較して
意思決定できることが求められると推測された．
健康問題は研究が進めばエビデンスも変化するの
で，選択肢がある限り，また価値観が重要である
ならば情報に基づく意思決定のスキルこそがより
良い生き方のためには必要であろう．
では，このような「情報の確認のしかた」と

「すべての選択肢の長所と短所を知り，何が重要
かをはっきりさせてから選ぶ方法」についてどこ
で学んだことがあるのか，この調査で尋ねたとこ
ろ次のようであった．いずれも4割以上が「学ん
だことはない」と回答した．学んだことのある人
は，いずれもインターネットが約4割，テレビが
約3割，新聞・雑誌が15%，本が1割強などで学
んでいて，大学が約6%，小中高校が約5%と学
校ではほとんど学んでいなかった 27）．ほとんど
は独学とも言える状況であることがわかる．
ヘルスリテラシーは測定して変えられる健康の
社会的決定要因だと言われる 29,30）．そもそも教育
は健康の社会的決定要因の代表的なものである
が，情報評価と意思決定のスキルを学べていない
ことが健康格差につながっているとすると大きな
問題である．子どもの頃からそれらは教えられる
べきであるし，日本の学校教育を変える必要があ
るのと，大人になっても学べる環境を作ることが
求められる．

V　COVID-19によるヘルスリテラシーの 

第4の波

ヘルスリテラシーを健康の社会的決定要因との
関係で見ていく上で，それを第3世代のヘルスリ
テラシーとする見方がある 31）．第1世代では，医

療者が適切に情報を提供しても行動変容が起こ
りにくいのは，対象の立場に立った提供ができ
ていないからで，そのことをリスクファクターと
する 32）．第2世代では，WHOのオタワ憲章で述
べられているような，健康の公平性，平等性，エ
ンパワーメントの観点から，個人，グループ，コ
ミュニティが，健康の決定要因をコントロールす
るために必要なものとして，ヘルスリテラシーを
資産（asset）として捉える 32）．第3世代では，健
康の社会的政治的決定要因に関する情報を，理解
し，行動できるために必要な力に注目する．ヘル
スプロモーションにおける政治的エコシステムす
なわち健康の決定要因として個人のライフスタイ
ルの選択の背景にある “原因の原因” への新たな
認識を必要とするものである．これはWHOの健
康の社会的決定要因委員会 33）の提言と共通する
もので，誰もが健康の専門家であり，健康の民主
化すなわちすべての人々の意思決定で社会の健康
か作られることへの着目である 31）．
それに加えて，Kickbusch34）は COVID-19のパン
デミックによって，さらに第4の波を見る必要が
あると提案し，今求められるヘルスプロモーショ
ンのための対策は4つあるとしている．それは，
科学的リテラシーの向上，インフォデミックへの
対応，健康データ抽出への対応，ヘルスリテラ
シーの政治的側面への対応である．

1つ目は，このパンデミックはいかにヘルスリ
テラシーが，その基礎となる数的能力であるニュ
メラシーや科学的リテラシーを必要としているか
を明らかにしたとしている．とくに政治家など重
要な意思決定者の特に公衆衛生的介入に関するヘ
ルスリテラシーの欠如は，COVID-19パンデミッ
クの決定要因の1つであるとしている．2つ目の
インフォデミックへの対応においては，ソーシャ
ルメディアなどで病気の発生時に誤った情報や誤
解を招くような情報を含む情報が氾濫するという
現象が，政治的意思決定に不信感を抱かせるなど
して，不適切な行動を引き起こして健康の主要な
決定要因になっていることを指摘している．3つ
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目の健康データ抽出への対応については，デジタ
ルヘルスリテラシーは，新たな批判的ヘルスリテ
ラシーを必要としているという．ウェブやアプリ
などで個人が健康のために行った情報収集ややり
とりしたデータがソーシャルメディアの企業に利
用されているためである．

4つ目のヘルスリテラシーの政治的側面への対
応については，ヘルスリテラシーはもちろん常に
政治的側面を持つとしつつ，このパンデミック
は，デジタルソリューションを推進し，デジタル
診察の増加のような有益なものをもたらした反
面，デジタルトラッキング，予防接種や陰性証明
を示すデジタル証明書，人権やプライバシーへの
懸念など，それらの使用は激しい政治的議論の対
象であるとしている．

VI　社会的ワクチンとしての 

批判的ヘルスリテラシー

先述したWHOの Tedrosの発言 2）の締めくく
りは「今は恐怖ではなく，事実が必要な時です．
噂ではなく，合理性が求められる時です．今こ
そ，スティグマではなく，連帯の時なのです．」
となっている．このため，Paakkariと Okan35）は，
COVID-19においては，連帯責任や社会的責任に
ついてヘルスリテラシーに含める必要があるとし
ている．

Okanら 7）は，これは COVID-19を公衆衛生戦略
あるいはヘルスプロモーションの視点で見るこ
とであり，その中で提案されている社会的ワクチ
ン（social vaccine）と呼ばれる概念がヘルスリテ
ラシー，とくに政治・社会変化をさせる力である
批判的ヘルスリテラシーとみなせるとしている．
すでにヘルスプロモーションにおいて，社会的ワ
クチンという概念が Baumら 36）により提案され，
それは，「政府やその他の機関が，人々やコミュ
ニティを疾病（disease）や病気（illness），トラウ
マに対して脆弱にする構造的な社会的・経済的状
況を緩和することを目的として，個人ではなく集
団に対して介入を行う意欲を高めることにつなが

る，社会的・政治的動員のプロセス」とされてい
た．Baumら 37）は，COVID-19のパンデミックに
おいても，それが国内および国家間の深い社会的
断層を明らかにし，貧困，不安定な雇用，借金，
障害，ホームレス，ソーシャルキャピタルの不足
が，破壊的な影響をもたらしたとしている．
日本においても，COVID-19による直接的な健
康被害のみならず，感染者や医療者などに対する
偏見や差別，非正規雇用の多い女性や子どもの自
殺の増加などの問題が生じた．様々な社会的側面
に対して働きかけられる批判的なヘルスリテラ
シー，健康の社会的決定要因としてのヘルスリテ
ラシーが求められる．

利益相反
利益相反に相当する事項はない

文 献
 1) Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, et al.; (HLS-

EU) Consortium Health Literacy Project European. Health 

literacy and public health: a systematic review and in-

tegration of definitions and models. BMC Public Health. 

2012; 12: 80.

 2) Munich Security Conference. World Health Organiza-

tion. 2020 Feb 15. URL: https://www.who.int/dg/speeches/ 

detail/munich-security-conference（2022年1月25日 に
アクセス）．

 3) World Health Organization. Infodemic. https://www.

who.int/health-topics/infodemic（2022年1月25日にア
クセス）．

 4) Nakayama K, Osaka W, Togari T, et al. Comprehensive 

health literacy in Japan is lower than in Europe: a validat-

ed Japanese-language assessment of health literacy. BMC 

Public Health. 2015; 15: 505.

 5) Sørensen K, Van den Broucke S, Pelikan JM, et al.; HLS-

EU Consortium. Measuring health literacy in populations: 

illuminating the design and development process of the 

European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-

EU-Q). BMC Public Health. 2013; 13: 948.

 6) Duong TV, Aringazina A, Baisunova G, et al. Measur-

ing health literacy in Asia: validation of the HLS-EU-Q47 

survey tool in six Asian countries. J Epidemiol. 2017; 27: 

80–86.

https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
https://doi.org/10.1186/s12889-015-1835-x
https://doi.org/10.1186/s12889-015-1835-x
https://doi.org/10.1186/s12889-015-1835-x
https://doi.org/10.1186/s12889-015-1835-x
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
https://doi.org/10.1016/j.je.2016.09.005
https://doi.org/10.1016/j.je.2016.09.005
https://doi.org/10.1016/j.je.2016.09.005
https://doi.org/10.1016/j.je.2016.09.005


178 日健教誌　第30 巻　第2号　2022 年

中山

 7) Okan O, Messer M, Levin-Zamir D, et al. Health literacy 

as a social vaccine in the COVID-19 pandemic. Health 

Promot Int. 2022 Jan 12:daab197.

 8) Okan O, Bollweg TM, Berens EM, et al. Coronavirus-

related health literacy: a cross-sectional study in adults 

during the COVID-19 infodemic in Germany. Int J Envi-

ron Res Public Health. 2020; 17: 5503.

 9) Rosário R, Martins MRO, Augusto C, et al. Associa-

tions between COVID-19-related digital health literacy 

and online information-seeking behavior among Por-

tuguese university students. Int J Environ Res Public 

Health. 2020; 17: 8987.

10) Riiser K, Helseth S, Haraldstad K, et al. Adolescents’ 
health literacy, health protective measures, and health-

related quality of life during the Covid-19 pandemic. PLoS 

One. 2020; 15: e0238161.

11) Wong JYH, Wai AKC, Zhao S, et al. Association of in-

dividual health literacy with preventive behaviours and 

family well-being during COVID-19 pandemic: mediating 

role of family information sharing. Int J Environ Res Pub-

lic Health. 2020; 17: 8838.

12) Wang H, Cheong PL, Wu J, et al. Health literacy re-

garding infectious disease predicts COVID-19 preventive 

behaviors: a pathway analysis. Asia Pac J Public Health. 

2021; 33: 523–529.

13) McCaffery K, Dodd R, Cvejic E, et al. Health literacy 

and disparities in COVID-19-related knowledge, attitudes, 

beliefs and behaviours in Australia. Public Health Res 

Pract. 2020; 30: 30342012.

14) Abdel-Latif MMM. The enigma of health literacy and 

COVID-19 pandemic. Public Health. 2020; 185: 95–96.

15) Ministry of Health Labour and Welfare. Annual Re-

port on Health, Labour and Welfare. https://www.mhlw.

go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-02-1.pdf（2022年 1月
25日にアクセス）．

16) Ngamaba KH. Determinants of subjective well-being 

in representative samples of nations. Eur J Public Health. 

2016; 27: ckw103.

18) Mann L. Cross-cultural differences in self-reported 

decision-making style and confidence. Int J Psychol. 1998; 

33: 325–335.

19) 西村和雄，八木匡．幸福感と自己決定—日本におけ
る実証研究—．https://www.rieti.go.jp/jp/publications/ 

dp/18j026.pdf（2022年1月25日にアクセス）．
20) Beck S. Evaluation Criteria from “The good, the bad & 

the ugly: or, why it’s a good idea to evaluate web sourc-

es.” Published 2009. https://lib.nmsu.edu/instruction_

backup/evalcrit.html（2022年1月25日にアクセス）．
21) 中山和弘，戸ヶ里泰典，大坂和可子，他．健康
を決める力” ヘルスリテラシーを身につける”．
https://www.healthliteracy.jp/（2022年1月25日にアク
セス）．

22) 菱沼典子，廣瀬清人，中山和弘，他．ヘルスリ
テラシー講座．聖路加国際大学．Published 2015. 

https://car.luke.ac.jp/HLproject-1/course.html（2022年1

月25日にアクセス）．
23) Hamilton K, Shih SI, Mohammed S. The development 

and validation of the rational and intuitive decision styles 

scale. J Pers Assess. 2016; 98: 523–535.

24) Makoul G, Clayman ML. An integrative model of 

shared decision making in medical encounters. Patient 

Educ Couns. 2006; 60: 301–312.

25) Djulbegovic B, Guyatt GH. Progress in evidence-based 

medicine: a quarter century on. Lancet. 2017; 390: 415–
423.

26) Institute of Medicine. Crossing the Quality chasm: a 

new health system for the 21st century. The National 

Academies Press; 2001.

27) Nakayama K, Yonekura Y, Danya H, et  al .  As-

sociations between health literacy and information-

evaluation and decision-making skills in Japanese adults. 

Research Square, Preprint posted online on August 

18, 2021. https://www.researchsquare.com/article/rs-

537682/v1（2022年1月25日にアクセス）．
28) Nakayama K, Yonekura Y, Danya H, et al. COVID-19 

preventive behaviors and health literacy, information 

evaluation, and decision-making skills in Japanese adults: 

cross-sectional survey study. JMIR Form Res. 2022; 6: 

e34966.

29) 中山和弘．ヘルスリテラシーとヘルスプロモー
ション，健康教育，社会的決定要因．日本健康教育
学会誌．2014；22：76–87．

30) Rowlands G, Shaw A, Jaswal S, et al. Health literacy 

and the social determinants of health: a qualitative model 

from adult learners. Health Promot Int. 2017; 32: 130–138.

31) De Leeuw E. The political ecosystem of health litera-

cies. Health Promot Int. 2012; 27: 1–4.

32) Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. 

Soc Sci Med. 2008; 67: 2072–2078.

33) CDSH. Closing the gap in a generation: health equity 

through action on the social determinants of health. Fi-

nal Report of the Commission on Social Determinants 

of Health. 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/ 

2008/9789241563703_eng.pdf （2022年1月25日にアク

https://doi.org/10.3390/ijerph17155503
https://doi.org/10.3390/ijerph17155503
https://doi.org/10.3390/ijerph17155503
https://doi.org/10.3390/ijerph17155503
https://doi.org/10.3390/ijerph17238987
https://doi.org/10.3390/ijerph17238987
https://doi.org/10.3390/ijerph17238987
https://doi.org/10.3390/ijerph17238987
https://doi.org/10.3390/ijerph17238987
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161
https://doi.org/10.3390/ijerph17238838
https://doi.org/10.3390/ijerph17238838
https://doi.org/10.3390/ijerph17238838
https://doi.org/10.3390/ijerph17238838
https://doi.org/10.3390/ijerph17238838
https://doi.org/10.1177/10105395211013923
https://doi.org/10.1177/10105395211013923
https://doi.org/10.1177/10105395211013923
https://doi.org/10.1177/10105395211013923
https://doi.org/10.17061/phrp30342012
https://doi.org/10.17061/phrp30342012
https://doi.org/10.17061/phrp30342012
https://doi.org/10.17061/phrp30342012
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.030
https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.030
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw103
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw103
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw103
https://doi.org/10.1080/002075998400213
https://doi.org/10.1080/002075998400213
https://doi.org/10.1080/002075998400213
https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1132426
https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1132426
https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1132426
https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.06.010
https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.06.010
https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.06.010
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31592-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31592-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31592-6
https://doi.org/10.2196/34966
https://doi.org/10.2196/34966
https://doi.org/10.2196/34966
https://doi.org/10.2196/34966
https://doi.org/10.2196/34966
https://doi.org/10.11260/kenkokyoiku.22.76
https://doi.org/10.11260/kenkokyoiku.22.76
https://doi.org/10.11260/kenkokyoiku.22.76
https://doi.org/10.1093/heapro/das001
https://doi.org/10.1093/heapro/das001
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.050
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.050


179

健康の社会的決定要因としてのヘルスリテラシー

セス）．
34) Kickbusch I. Health literacy—politically reloaded. 

Health Promot Int. 2021; 36: 601–604.

35) Paakkari L, Okan O. COVID-19: health literacy is an 

underestimated problem. Lancet Public Health. 2020; 5: 

e249–e250.

36) Baum F, Narayan R, Sanders D, et al. Social vaccines 

to resist and change unhealthy social and economic struc-

tures: a useful metaphor for health promotion. Health 

Promot Int. 2009; 24: 428–433.

37) Baum F, Friel S. COVID-19: the need for a social vac-

cine. InSight+ . Published online 2020. https://insightplus. 

mja.com.au/2020/36/covid-19-the-need-for-a-social-

vaccine/（2022年1月25日にアクセス）．
（受付　2022.2.27.；受理　2022.3.21.）

https://doi.org/10.1093/heapro/daab121
https://doi.org/10.1093/heapro/daab121
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30086-4
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30086-4
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30086-4
https://doi.org/10.1093/heapro/dap026
https://doi.org/10.1093/heapro/dap026
https://doi.org/10.1093/heapro/dap026
https://doi.org/10.1093/heapro/dap026


180 日健教誌　第30 巻　第2号　2022 年

中山

Special Article:  
COVID-19 and approaches in health education and  

health promotion for behavioral change: looking back and looking forward

Health literacy as social determinants of health

Kazuhiro NAKAYAMA*1

Abstract

During the COVID-19 pandemic, an infodemic brought the issue of health literacy into focus. Studies were conducted 

around the world on how health literacy helped citizens respond to COVID-19; the general finding was that health lit-

eracy affects knowledge and behaviors related to COVID-19. It is difficult to take the time to improve health literacy in 

the midst of a pandemic because in that situation governments and citizens are required to act immediately. Hence, it 

is important to foster health literacy over time so that individuals and societies are prepared for situations that require 

immediate response and containment. Furthermore, it is important to note that health literacy alone does not enable 

citizens to respond appropriately to situations like the COVID-19 pandemic; rather, the skills to make decisions based 

on an appropriate assessment of the reliability of new, uncertain, and frequently changing information, including polit-

ical and socio-economic news, is important. In addition, it is necessary to examine the benefits and risks of digitaliza-

tion with the spread of social media as a new area of health literacy from a global and political perspective. In addition, 

it is important to cultivate the solidarity and social responsibility necessary to respond to a pandemic along with the 

ability to call on governments and others to improve the capacity of communities to change social and economic struc-

tures and processes that negatively affect health (also known as social vaccines). In other words, critical health literacy 

that can enable citizens to bring about social and political changes is required.
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